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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第3四半期 17,417 △2.8 1,819 △23.7 1,767 △20.9 1,235 △29.0
23年3月期第3四半期 17,917 14.0 2,384 37.3 2,234 49.9 1,739 104.4

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 753百万円 （9.4％） 23年3月期第3四半期 688百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第3四半期 107.94 ―
23年3月期第3四半期 150.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第3四半期 29,650 20,058 67.5 1,749.84
23年3月期 27,797 19,519 70.1 1,701.60
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  20,028百万円 23年3月期  19,476百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 15.00 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 23,600 0.1 2,850 △1.4 2,750 △0.7 1,800 △14.7 157.26



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法
に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる
場合があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決算短信(添付資料)2ページ「連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 12,291,849 株 23年3月期 12,291,849 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 846,069 株 23年3月期 846,027 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 11,445,792 株 23年3月期3Q 11,546,889 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州財政危機の深刻化や、新興国経済においても、中国の金

融引き締め政策などにより成長の減速が懸念される状況となりました。一方、わが国経済は、東日本大震災によ

るサプライチェーンの混乱からは回復いたしましたが、急激な円高の進行に加え、タイの洪水の影響により、厳

しい経済環境となりました。 

このような事業環境の下、前期に引き続いてのグローバル・マーケティングによる受注の獲得ならびにシェア

の拡大に向けての営業活動の強化に努めるとともに、新製品の開発に注力して参りました。また、生産地の 適

化や原価の低減に取り組むとともに、生産性の向上や内製化による固定費の圧縮に努めて参りました。 

しかしながら、歴史的な円高の進行や原材料価格の高騰の影響を受け、当第３四半期連結累計期間の業績は、

売上高が前年同期比2.8％減の174億１千７百万円となりました。また、営業利益は23.7％減の18億１千９百万

円、経常利益は同20.9％減の17億６千７百万円、当期純利益は同29.0％減の12億３千５百万円となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。                

〔日本〕 

 国内においては、震災によるサプライチェーンの寸断による生産の減少の影響が残り、売上高は前年同期比

2.9%減の56億３千６百万円となりました。また、営業利益は急激な円高の影響を受け23.0%減の14億４千２百万

円となりました。 

〔アジア〕 

 アジア地域においては、タイの洪水の影響に加え、デジタル関連市場で売上が減少したことにより、売上高は

前年同期比6.2%減の78億６千８百万円となりました。営業利益は、22.7%減の８億８千６百万円となりました。 

〔欧州〕 

 ヨーロッパ地域においては、前期に引き続き現地自動車関連メーカ－への拡販により車載関連市場において売

上を伸ばし、売上高は前年同期比1.5%増の27億９千３百万円となりました。営業利益は、黒字転換し９千７百万

円となりました。 

〔北米〕   

 北米地域においては、米国自動車関連メーカ－への拡販による車載関連市場において売上を伸ばしたことによ

り、売上高は前年同期比14.8%増の11億１千８百万円となりました。営業利益は60.9%増の４千６百万円となりま

した。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ、18億５千３百万円増加し、296億５千万円

となりました。この主な要因は、現金及び預金が３億４千２百万円、商品及び製品が９億４千２百万円、受取手

形及び売掛金が３億３千万円、それぞれ増加したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ、13億１千４百万円増加し、95億９千２百万円となりました。この主な要因

は、支払手形及び買掛金が５億４千５百万円、短期借入金が６億７千５百万円、それぞれ増加し、賞与引当金が

１億１千９百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ、５億３千８百万円増加し、200億５千８百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金が10億２千１百万円増加し、為替換算調整勘定で４億６千１百万円減少したことによります。  

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  タイで発生した大規模洪水による影響および急速に進展した円高が長期化していることの影響を追加で予想しま

したこと等から、平成23年11月11日に公表いたしました通期連結業績予想の修正を行っております。 

 具体的な内容につきましては、本日（平成24年２月10日）公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,354 4,696

受取手形及び売掛金 6,151 6,481

商品及び製品 2,061 3,003

仕掛品 125 139

原材料及び貯蔵品 1,668 1,807

繰延税金資産 284 193

その他 464 530

貸倒引当金 △16 △13

流動資産合計 15,092 16,838

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,267 3,243

減価償却累計額 △1,375 △1,445

建物及び構築物（純額） 1,891 1,798

機械装置及び運搬具 9,100 9,339

減価償却累計額 △4,087 △4,359

機械装置及び運搬具（純額） 5,012 4,980

工具、器具及び備品 8,183 8,416

減価償却累計額 △6,230 △6,348

工具、器具及び備品（純額） 1,953 2,067

土地 837 837

建設仮勘定 1,233 1,412

有形固定資産合計 10,927 11,096

無形固定資産   

ソフトウエア 845 773

その他 105 98

無形固定資産合計 951 871

投資その他の資産   

投資有価証券 275 263

その他 642 672

貸倒引当金 △92 △92

投資その他の資産合計 826 844

固定資産合計 12,704 12,812

資産合計 27,797 29,650
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,166 3,712

短期借入金 2,008 2,683

1年内返済予定の長期借入金 69 64

未払法人税等 153 126

賞与引当金 210 91

その他 1,562 1,827

流動負債合計 7,171 8,505

固定負債   

長期借入金 520 478

退職給付引当金 433 454

役員退職慰労引当金 142 149

その他 9 5

固定負債合計 1,106 1,086

負債合計 8,277 9,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,640 5,640

資本剰余金 6,781 6,781

利益剰余金 9,312 10,333

自己株式 △602 △602

株主資本合計 21,131 22,152

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △37 △44

為替換算調整勘定 △1,618 △2,079

その他の包括利益累計額合計 △1,655 △2,124

少数株主持分 43 30

純資産合計 19,519 20,058

負債純資産合計 27,797 29,650
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 17,917 17,417

売上原価 11,690 11,766

売上総利益 6,227 5,651

販売費及び一般管理費 3,843 3,831

営業利益 2,384 1,819

営業外収益   

受取利息 4 5

受取配当金 2 3

為替差益 － 81

その他 60 22

営業外収益合計 67 112

営業外費用   

支払利息 21 18

為替差損 140 －

その他 55 146

営業外費用合計 217 165

経常利益 2,234 1,767

特別利益   

固定資産売却益 5 6

貸倒引当金戻入額 3 －

特別利益合計 9 6

特別損失   

固定資産除却損 126 65

特別退職金 － 61

その他 7 －

特別損失合計 133 127

税金等調整前四半期純利益 2,109 1,647

法人税、住民税及び事業税 353 334

法人税等調整額 15 86

法人税等合計 368 420

少数株主損益調整前四半期純利益 1,741 1,226

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △8

四半期純利益 1,739 1,235
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,741 1,226

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10 △7

為替換算調整勘定 △1,041 △465

その他の包括利益合計 △1,052 △472

四半期包括利益 688 753

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 717 766

少数株主に係る四半期包括利益 △28 △13
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 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

   （注）１．セグメント利益又は損失の「調整額」△655百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で 

        あり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。 

      ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

   （注）１．セグメント利益又は損失の「調整額」△652百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で 

        あり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費であります。 

      ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：百万円） 

  
  

報告セグメント 
調整額 
（注）1  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

日本 アジア 欧州 北米 計 

売上高    

(1) 外部顧客への売上高  5,806  8,385  2,752  974  17,917   －  17,917

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 9,104  7,651   －   －  16,755  △16,755   －

計  14,910  16,036  2,752  974  34,673  △16,755  17,917

セグメント利益 

又は損失（△) 
 1,872  1,147  △8  28  3,039  △655  2,384

  （単位：百万円） 

  
  

報告セグメント 
調整額 
（注）1  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

日本 アジア 欧州 北米 計 

売上高    

(1) 外部顧客への売上高  5,636  7,868  2,793  1,118  17,417   －  17,417

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 8,847  8,010   －   －  16,857  △16,857   －

計  14,483  15,879  2,793  1,118  34,274  △16,857  17,417

セグメント利益 

又は損失（△) 
 1,442  886  97  46  2,472  △652  1,819
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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